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------------------------------------------------------------ 

本メールは、弊協会と名刺交換させて頂いた方にもお送りさせて頂  

いております。配信停止・宛先変更等をご希望の方は本メールの末  

尾をご覧ください。  

------------------------------------------------------------ 

 

【 ITCA メルマガ】 2016 年度資格更新情報 /NY 支局通信連載開始  

 

みなさん、こんにちは。協会の田口です。  

今朝、パスポートを受け取って来ました。久々に取ったら IC チップ  

が入った「 IC 旅券」になったのですね。知らなかったです。  

 

さて、いよいよ来週金曜から 2016 年度の資格更新手続きが始まり  

ます。今回のメルマガでは資格更新直前号として、今から間に合う  

ポイント情報や、 2016 年度の資格更新の手続き関連情報について  

お知らせします。また、「 IT コーディネータニューヨーク支局通信」  

として、NY 在住の ITC より、ITC 視点での海外情報をお伝えします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 2016 年度の資格更新は 4 月 1 日 (金 ) 正午から受付開始予定  

 2. 【新連載】 IT コーディネータニューヨーク支局通信  Vol.1 

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  2016 年度の資格更新は 4 月 1 日 (金 ) 正午から受付開始予定  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

いよいよ 2016 年度の資格更新が来週からとなりました。  

申請開始の時間が決まりましたのでお知らせ致します。  

 

◆申請期間  

2016 年 4 月 1 日 (金 ) 正午から  5 月 31 日 (火 ) まで（厳守）（予定） 

※今年は手続き期間の延長は行いません。  

必ずこの期間内にお手続きをお願い致します。  

 

◆対象者   

全 IT コーディネータ認定者  

※ただし、 2015 年度認定者（ 2015/04/01～ 2016/03/31 の認定者）  

は更新料のお支払は不要です  

 

◆ 2015 年度のポイントは、 3 月末までに取得されたものが対象  

となります。なるべくお早目にポイント登録頂き、足りない場合  
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は、こちらのページをご参考ください。  

http://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml331 

 

◆資格更新よくある質問  

Q1：メンバーページのポイント情報が表示されません。  

A1：ログインしたメンバー ID が違う場合があります。  

下記お問合せフォームよりご連絡ください。  

https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135?=ml331 

 

Q2:過去 3 年間で 30 ポイント取得済みなのに、「更新まであと○ポ  

イント必要です」と表示されます。  

A2：申し訳ございませんが、こちらは 10 ポイントまでの差分記載  

となっております。 2016 年度、 2017 年度は過去 3 年度合計で  

30 ポイントでも更新可能ですのでご安心下さい。  

 

Q3：過去のポイントはどうやったら見れますか？  

A3：過去のポイントは、実績状況画面や実践力ポイント取得一覧  

画面左下の「「＜前へ」から確認が出来ます。   

画面例は下記のオンラインヘルプの  2 の項目をご覧ください。   

https://teachme.jp/contents/640315 

 

Q4：資格更新の手続きの流れを教えて下さい  

A4：こちらのページの「 (3)更新手続きの流れ」をご参考ください。 

http://www.itc.or.jp/news/20160229.html?=ml331 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆【新連載】 IT コーディネータニューヨーク支局通信  Vol.1  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

現在、ニューヨークで活動されている ITC より、 ITC 視点による海  

外情報をお知らせします。執筆内容の感想やリクエストもお待ちし  

ております！  

------------------------------------------------------- 

皆様はじめまして、私は IT コーディネータの森  大樹（もり  ひろ  

き）と申します。この度機会を頂きまして、 ITC ニューヨーク支局  

通信として本稿を執筆させて頂くこととなりました。至らぬ点があ  

るかと思いますが、皆様どうぞ宜しくお願いいたします。  

 

◆ IT コーディネータ  IN ニューヨーク  

支局通信の記念すべき第一号ですので、先ずは私自身の自己紹介を  

させて頂きます。私は大学卒業後にシステムベンダーに入社して以  

来、一貫してシステムインテグレーション畑を歩いて参りました。  

ERP を初めとした基幹系システムならびに BI と言われる情報系シス  

テムの開発・導入・およびそれらに関するプロジェクトのマネジメ  

http://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html?=ml331
https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135?=ml331
https://teachme.jp/contents/640315
http://www.itc.or.jp/news/20160229.html?=ml331
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ントを得意としております。  

 IT コーディネータとしては、所謂システムベンダー主導のシステ  

ム導入ではなく、常に経営的視点を持ちながらの実際にシステムを  

使う方にとって使いやすく「納得感の高い」システム導入を実現で  

きる事が私の強みだと自負しております。   

 

 私が IT コーディネータの資格認定を受けたのは 2008 年度になり  

ます。資格認定後も日本にて企業内 IT コーディネータとしてシス  

テムインテグレーション業務に従事していましたが、たまたま機会  

を得て 2013 年 12 月から現地の企業に雇用される形でニューヨーク  

に移住して参りました。駐米暦は今年で三年目を迎えます。  

 

続きはこちら  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/NewYork-

01.html?=ml331 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ケース研修お申込み始まりました！（ 5 月 20 日まで）  

＜このような方にオススメ＞  

・  企業の情報システム部門に在籍中で、スキルアップを目指す方  

・  ＩＴベンダー企業で、「企画」や「営業」の仕事をされている方  

・  経営コンサルの仕事をされていて、経営者からＩＴ関連のアド  

バイスを求められている方  

・  企業内で業務改善、情報化を担当されている方  

 

詳細・お申込みはこちら↓↓  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml331 

試験対策講座や、資格紹介セミナーも開催中です！  

http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml331 

 

 

◆消費税対応補助金のお知らせ（現在国会審議中）  

現在、国会で審議中の「所得税法等の一部を改正する法案」が成立  

した場合、平成 29 年 4 月から導入される消費税軽減税率制度に対  

応した経済産業省（中小企業庁）補助金が発表されました。  

「消費税軽減税率制度（複数税率）」への対応が必要となる中小企  

業・小規模事業者が、複数税率対応レジや受発注システムの改修な  

どを行うにあたり、その経費を国が補助（ 2/3or3/4）するものです。  

詳細はこちら（平成 27 年度予備費  総額 996 億円）  

http://www.kzt-hojo.jp/ 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/NewYork-01.html?=ml331
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/NewYork-01.html?=ml331
http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml331
http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml331
http://www.kzt-hojo.jp/
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※消費税軽減税率制度は、現在国会にて審議中の「所得税法等の一  

部を改正する法律案」が成立した場合、平成 29 年 4 月から導入され  

るものです。  

 

 

◆機関誌「架け橋」第 20 号（ 2015 年下期号）発行になりました！  

今号の特集は、「拡がる信用金庫連携事例」です。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=m

l331 

 

 

◆ ITCA スポンサー企業 2016 の e ラーニングを公開中！  

最新 IT ツールをご紹介しております。  

☆サイボウズ株式会社  

・最新事例から学ぶ！グループウェアの活用術  

～工数削減・コスト削減編～  

☆東日本電信電話株式会社  

・ NTT 東日本がお送りする中小企業向けマイナンバー対策   

～ 230 万契約を超えた『フレッツ・あずけ～る』の高セキュリティ  

プランご紹介～  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/trendseminar.html?=ml331 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

セミナー情報が検索しやすくなりました！  

開催地やキーワードで検索が出来ます。是非ご活用ください。  

※後援セミナーは、検索画面のカテゴリーを「後援研修」に設定  

し、検索ボタンを押すと表示されます。  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml331 

 

 

************************************************************ 

↓  各種問合せ先  ↓  

************************************************************ 

感想、掲載内容のリクエストは随時募集中！  

melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。  

*注意 * 

お問い合わせ・配信停止方法・送付先変更方法はこちらをご覧下さ

い。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml331 

------------------------------------------------------------ 

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=ml331
http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=ml331
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/trendseminar.html?=ml331
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml331
http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml331
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